
 

 

平成 24年度後期 鈴鹿市応急診療所運営委員会 議事録 

平成 25年 3月 15日（金）19：30～ 

鈴鹿市保健センター ２階 健康教育室 

【参加者】 

（委員）西城委員，渡部委員，二井委員，濱田委員，生川委員，藤本委員，上荷委員，大森委員 

（事務局）森保健福祉部長，近藤健康づくり課長，江藤管理ＧＬ，伊藤副参事，馬塲副主査，酒井 

１，挨拶 

  副市長 

 本日は，お忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。平素は，鈴鹿市医師会・鈴鹿

歯科医師会・鈴鹿地区薬剤師会の皆様方におかれましては応急診療所業務に携わっていただき，心より

感謝申し上げます。 

本市は，「市民が真に必要な医療が受けられ，安心して暮らしていける地域社会の構築」をめざしてお

り，「鈴鹿市応急診療所」は市民の休日及び夜間の一次救急医療機関として，まさにその重要な役割を担

っております。 

 鈴鹿市応急診療所は今年の２月で，現在の診療所へ移転して５年目を迎えました。応急診療所が市民

へも周知されてきており，一次救急医療機関としての役割が定着しつつあります。今年度も，1月から 2

月までインフルエンザ等の流行により，応急診療所の利用者が増加したことで，日曜・休日の昼間を，

二診体制としていただくなど，先生方には，大きなお力添えをいただきより充実した医療の提供が実現

し市民の安心に繋がっております。救急医療の問題につきましては，本市といたしましても，最重要課

題として取り組まなければならないことと考えております。本会議においては,関係団体の皆様の御意見

を伺い，今後の運営に役立てる事を目的としております。 

忌憚のない御意見，御指導をいただき今後の運営に活かし，より市民に信頼される診療所作りに取り

組んでまいりたいと考えております。 

  西城会長 

   また平素は，応急診療所の運営にあたり，皆様方や各関係機関の先生方の御理解と御協力をいただい

ておりますことにつきまして，改めてお礼申し上げます。24年度，応急診療所運営においては，11月・

12 月は感染性胃腸炎が流行しましたが，比較的に落ち着いた状況でありました。1 月からはインフルエ

ンザの流行により， 1月 6日より 2月末まで，日曜・休日の昼間について，各関係機関の先生方の御協

力のもと，医科を二診体制といたしました。23 年度の反省により，年末年始においては、一次救急病院

の協力を得られました。それでも二次救急病院は非常に混雑していたようですが，昨年のような混雑も

なく，順調に運営できました。インフルエンザの流行がなかったのが幸いしたのかもしれませんが，ひ

とえに皆様の御協力の賜物であると感謝いたしております。本日は，いくつか協議事項がございますが，

スムーズな運営ができますよう，ご意見いただきたいと思います。 

 

（西城会長 議事進行） 

 



 

 

２，平成 24年度利用状況について 

（事務局） 

平成 25年 2月 28日までの応急診療所の利用者は、Ｐ1～10にまとめさせていただきました。P１は，

応急診療所開設時からの推移となり，平成 25年 2月末時点での患者数が 8,898名，3月 14日現在で 9,252

名となり 24 年度患者数は 1 万名前後，平成 23 年度同様と見込んでおります。P7 の上段にグラフもご

ざいますのでご確認ください P2は H24年度の受診者です。昼間医科は 4,066名，平均 62.6名，歯科は

125名，平均 1.9名です。夜間平日は 3,024名，平均 11.2名，夜間休日は 1,683名，平均 25.9名です。

二次病院への紹介者は，昼が 166名 夜間が 216名 計 382名です。 

P3 は 平成 23・24 年度月別の受診者の推移比較です。医科においては，一般の病院や診療所がお休み

となる，ＧＷと年末年始はもちろんでございますが，インフルエンザや感染性胃腸炎などの感染症が流

行すると患者数が急激に増加する傾向にあります。今年度も，1月 13日からインフルエンザの患者が多

くなり，2月末までは，多くの患者さんが来院されました。歯科については、GW・年末年始に患者が集

中しております。 

 次に P4と P5はＧＷと年末年始の利用状況です。年末年始の利用者数ですが，12月 29日夜間より 1

月 3日夜間までの総数は，昼夜を合わせまして 782名、1日当たりの平均は 130名です。そのうち，医

科の総数は 729名で平均は、121.5名、歯科は総数 53名、平均は，10.6人でした。昼間医科は，541名

で平均 108.2名です。夜間の受診者は 188名で、平均 31.3名の方が受診されました。昨年度より 334人

の減少でした。今年度の年末年始は，インフルエンザの流行もなく，一次病院の村瀬病院・塩川病院・

高木病院が対応していただいたこともあり，昨年度のような混乱もなく，スムーズに診療が行えました。 

P6 は科別・年齢別地区別利用者数です。小児科の受診割合が 54％，内科が 45％となり年々，大人の

受診者が増加傾向にあり，特に 30代・40代の年齢層の受診が増え，「夜間診療してもらえる，便利な診

療所」になりつつあるように思われます。成人に対しての適正受診についてが，今後の課題となってき

たと考えられます。地区別利用者数は，P6の下段が平成 24年度の割合となり，P7の下段が，年度別の

推移です。 

次に P8が平成 24年度応急診療所におけるインフルエンザ患者数です。今年の 1月中旬頃からインフ

ルエンザ患者が急増しておりますが，3月に入ってからは，徐々に減少傾向にあります。1月 6日から 2

月末まで，各師会の皆様の御協力で日曜・休日の昼間を２診制にて診療していただいたことで，大きな

問題なく診療が行えました。ありがとうございます。 

P9が小児科 P10が二次病院への紹介患者数です。中央病院・回生病院等との協力体制が，順調に行

えております。7月からの，中央病院の非当番日の小児科の受入がなくなっておりますが，三重病院・県

立総合医療センター・市立四日市病院の協力により，特に問題なく実施されております。中央病院の非

当番日における三病院への小児紹介者数は 18件です。 

（議長）何かご意見ございますか。 

（委員）P6 の 30，40 代の受診者が増えてきたということですが，成人層に対し適正受診を促していく

とされていましたが，適正でない受診が多いのでしょうか。夜間開いているということで受診される方

が多いということでしょうか。どのように啓蒙していこうとお考えでしょうか。 



 

 

（事務局）啓発につきましては，地域医療の啓発を行っておりまして，今年度は PTAや農協へ出かけて，

適正受診やコンビニ受診の啓発を行っております。 

（委員）ずいぶん前から，病院でもコンビニ受診を抑制するように入口へ掲示しておりますが，なかな

か来ようとする人に対しての啓発にはなりませんね。診療所の現場で，直接一例一例説明して行く必要

がありますね。 

（事務局）窓口の方にも適正受診に関して，啓発のチラシを設置しておりますが，コンビニ受診かどう

かの判断が難しいところです。 

（委員）それは疾病，状態によると思いますが。緊急・応急というのが基本ですので，ある程度は強め

に言っていかないと，いつまでもコンビニ受診は減らないと思います。 

（委員）年齢別の経年変化の表はあるのですか。どのように増加しているのかが分からないので。 

（委員）どういう場合で増えているとか，30，40，60代が増えているとかが分からないので，分析が必

要かと思いますが。 

（委員）15歳未満とか高齢者は仕方ないのかなと思いますが，それ以外の成人が増えてきているのはど

うでしょうか。昼間は仕事が忙しいとかで，かかるのでしょうか。 

（事務局）高齢者は普段からかかりつけ医にかかっていると思います。 

（委員）かかりつけ医を持ってもらうように啓発していくとか。 

（事務局）啓発については，いろいろと考えて，例えば応急診療所でチラシを配るとかを，検討させて

いただいて，実施して行きたいと思います。 

（委員）今後の検討課題ですね。 

（議長）市の応急診療所ですので，難しいとは思いますが，お願いします。 

 

３，薬剤等について 

（事務局）平成 24 年 2 月までの薬剤使用量が，内服薬剤・外用薬剤・注射薬・歯科薬剤別に集計してあ

ります。使用料・重複薬剤・製造中止となる薬剤等を検討いただき，薬剤師会から提案事項を提出いた

だきました。その内容を，医師会理事会にて，ご協議いただき，その結果を，平成 25 年度応急診療所医

薬品（案）として，提案させていただきます。平成 25 年度（案）をご覧ください。主な，変更について

は，次のとおりです。 

 医科内服「コリオパン顆粒」「カマグ」の 2剤を 3月末で中止。「フロモックス錠」「フロモックス細粒」

「テオドール DS」「タガメット錠」「アダラートカプセル」の 5 剤は 4 月以降，在庫品が無くなり次第中

止。「ラックビー微粒 N」を「ミヤ BM 細粒」，「ゾビラックス錠」を「バルトレックス錠」，「ゾーミッグ

RM 錠」を「マクサルト RPD」，「ムコダイン細粒」を「ムコダイン DS」へ，それぞれ在庫品が無くなり次

第変更。外用薬品「タリビッド点眼液」を「クラビット点眼液」，「リンデロン DP 軟膏」を「マイザー軟

膏」へ，それぞれ在庫品が無くなり次第変更。注射薬品は緊急薬品として「硫酸アトロピン」を新規採

用。歯科につきましては，24 年度と変更点はありませんが，セフェム系抗菌薬の「フロモックス錠」に

ついて，医科での採用が無くなる場合，薬剤管理の都合上，医科で採用される同じメイアクト錠への変

更をご検討ください。平成 25 年度におきましても，応急診療所として対応できる最低限度の薬剤でお願



 

 

いしたいと思います。ご意見をお願いいたします。 

（議長）薬剤師会の方は何かございますか。 

（委員）薬剤師会としましては，応急診療所の使用薬剤について，在庫等を考えて提案させていただき

ました。検討していただき，ご回答いただいた内容でご用意させていただけたらと考えております。 

（委員）ラックビーをミヤ BM へ変更するということでしたが，細粒でご用意させていただいたらよろし

いでしょうか。 

（委員）他の剤形は何があるのでしょうか。 

（委員）錠剤もあります。 

（委員）細粒です。 

（委員）歯科のフロモックスはメイアクトでよろしいのでしょうか。 

（委員）フロモックスはいつ頃なくなる予定でしょうか。 

（委員）在庫無くなり次第でいきますと，4月中にはなくなるかと思います。 

（委員）そうですか。4月からはメイアクトということですね。 

（委員）歯科の適用に問題がなければ大丈夫です。 

（委員）それは問題ありません。 

（委員）硫酸アトロピンですが，本当に必要あるのかと思いましたが，怖いケースがあるという医師の

方もおります。 

（委員）一応応急ということですので，必要でしょうね。 

（議長）では，薬剤についてはこれでよろしいでしょうか。 

 

４，その他 

（事務局）平成 24 年度「公民館等出前講座」のまとめを報告させていただきます。今年度も，各地域へ

出向き，就学前の保護者を対象に「病気編」「けが編」に分けて 実技をまじえた，講習を行いました。 

 同時に応急診療所の適正利用についても啓発していきました。簡単な家庭看護の方法ということで，

多くの方に参加していただけました。また，平成 25 年度は，対象者を，孫育て中の祖父母まで広げて啓

発活動を行う予定となっております。 

（事務局）「鈴鹿市応急診療所医療安全管理指針」により，3月 10 日までの事例「事例報告書」（ヒヤリ・

ハット）について添付させていただきました。 

（議長）出前講座ですが，参加者の反応はどうでしょうか。 

（事務局）初めてのお子さんをお持ちの方は分からないことが多い方もおり，たくさんご質問もいただ

いております。また鈴鹿市の医療体制についてもご存じない方も多いので，併せてご説明させていただ

いております。 

（議長）平成 24 年度のヒヤリ・ハットについてですが，入力ミスにともなって薬剤のミスが発生してい

るということですが，いかにしてこれを防ぐかということです。大事に至らなかった訳ですが，昔みた

いに医師がカルテと処方箋を書いて，ということは出来ないので。今の体制で事務員が薬剤情報を打ち，

その薬剤情報とカルテが薬局にいくということですね。そして，薬剤師の先生がカルテを見て調剤して



 

 

いるということですが，出来れば，薬剤情報とカルテと正しく入力されているかを確認していただいて

から，調剤をしていただいたらな，と思いますけれど。それから，応急診療所の学習会で，出席者に向

かって，カルテをきちんと記入してくださいとアナウンスしていただいた訳ですが，医師のそれぞれ癖

があるので，分からなければ遠慮なしに尋ねに来てほしいということですね。自己判断せずに，面倒で

も聞いてください。我々医師も間違われないように記載するということで，お互いに気を配り合うとう

いうことでやっていかないといけないということですね。 

（委員）事務局にお尋ねしたいのですが，事例が 2 例ずつある日がありますが，その日はやはり患者さ

んが非常に多く来られた日と合致するのでしょうか。 

（事務局）インフルエンザのシーズンということで，患者さんが集中していたということはあります。 

（委員）そうですか。それはそれで分かりますが，多いから間違って良いということではないですね。

アンヒバの 100mg と 200mg の違いというのがありますが，これもカルテは分かりにくい記載だったので

しょうか。 

（委員）それにつきましては，カルテを確認させていただきましたが，特に字が見にくかった訳ではあ

りませんでした。 

（委員）いつでも起こる可能性があるということですね。医師会で検討したときに，以前はしていたそ

うですが，処方箋を複写式にしておいて，それをカルテの上から書けば，書いてある字とカルテは全く

同じになるので，どちらを見てもらっても間違いがないのではないか，というご意見が出ていたのです

が，どうなのでしょうか。システム的にしてもらえるかは分かりませんが。 

（事務局）現在でもカルテに記載してもらって，そちらも薬局には回っているのですが，処方箋とカル

テに記載してもらうということでしょうか。 

（委員）記載は 1 回で，複写式の処方箋に書いてもらうので，カルテにはそのまま残っていくし，煩雑

であれば処方箋だけを入力薬剤師や事務の人に回せばいいと思うのですが。両者を突合するということ

をしなくても，直筆の物が両者に届くということだと思いますが。医師もカルテを書く，同じ感覚で書

けばいいのですから。 

（事務局）以前，処方箋を出していたことがあったのですが，処方箋に患者氏名，年齢等のフェイスシ

ートに当たるものを書いていただかないと，処方箋だけではアレルギーのチェック等が出来ません。カ

ルテにはアレルギーの有無や薬剤等の情報が入っておりまして，そのカルテに先生が書かれたそのもの

がかごに入って薬局へまわしているということです。 

（委員）医師が忙しいのにあっちもこっちも書かないといけないということでしたら，そうしたらいい

のですが，デメリットがないというのなら今のとおりでして，あとは見やすい字を書くということ，分

からない時は，医師に尋ねるということを遵守してやれば間違いないのですかね。 

（事務局）処方箋ですと，対象者を先生にもう一度書いていただくことになりますので。 

（委員）分かりました。 

（委員）あと今回のケースを，私が確認させていただいたのですが，13 例中 11 例が二名体制の時です。

ですので，どちらかがやってくれるだろうと甘い考えがあったのではないかな，と思います。結局どち

らも確認せずにいってしまっているということですので，二名のときには今まで以上にもっと注意する



 

 

ようにと会員の方には指示させていただいておるのですが。 

（委員）体制的には，二名薬剤師がおる時は，一人が調剤をしたら，もう一人が監査するという業務が

あるでしょう。二人ならそれをしなくてはいけませんよね。 

（委員）それが多分抜けていたのだろうと思います。二人だからこそ，しっかりしなくてはいけません。 

（委員）監査ができて二人の意味があるのにね。 

（委員）二人入れさせていただいているのに，油断しているのでしょうか。 

（委員）二人いるときは必ず監査しなさいと通達してもらったらいいと思います。 

（委員）どうしても調剤するものと投薬するものの二手に分かれてしまうので，どうしてもその中間に

ある監査ということが，二人体制の時に抜けてしまうのではないかと思います。 

（委員）初めてあった者同士だと遠慮があるのかもしれません。遠慮するところではないのですが。 

（委員）一旦仕事に入れば，遠慮どうこうはなく，やっていかないといけないですね。 

（委員）いずれにしましても，事例が少なくなるように会員には徹底させていただきたいと思っており

ます。 

（委員）これは薬剤師さんだけの話ではなく，勤務しているもの全員がきちんとしなくてはならないこ

とですので，事務員も薬剤師に渡す前にきちんと確認していくことを徹底していかないと。 

（委員）こういうことですので，事務職員については，業者に委託を検討しているところです。 

（議長）全員でミスをなくす方向で頑張ってもらいたいと思いますので，よろしくお願いします。 

 

市からの提案 

①応急診療所へ平成 22 年度から職員が勤務することにより緊急の連絡が，以前は頻繁に入っておりまし

たが現在は，月に 1～2件程度となっており，従事者の方の事例に対しての対応能力が向上し問題が発生

した場合の対応が適切に実施されるようになってきております。また土曜日の患者数が，平日と比較し

ても多くない事で，平成 25 年度から土曜日の夜間につきまして，従来勤務しておりました，健康づくり

課の職員は勤務しないということで，日曜・休日については従来通り入らせていただきますので，よろ

しくお願いいたします。 

②事務事業の見直しとして，おおよその目途ですが，平成 25 年 7 月 1 日から医療事務につきましては，

業務委託と考えております。 

③修学旅行の者の保険証コピーでの対応についてですが，原則，保険証は原本確認としており，原本を

お持ちでない方は，一時自費での対応とさせていただいておりましたが，教員の引率のある修学旅行生

で，保険証のコピーを持参されている方は，原本を持参されている方と同様の対応とさせていただきま

す。 

④院外処方については，応急診療所にない薬を出すために院外処方を希望される方がおりますが，夜間

診療時間を考えて院内処方のみとさせていただきます。また診療所内にない薬を希望される場合は，翌

日かかりつけ医でもらっていただくようにお願いいたします。 

⑤インフルエンザ患者への登校・園許可証については，応急診療所は毎日医師が変わることや，もう一

度受診してもらうことは応急診療所の主旨に反するものと考えられますので，応急診療所でインフルエ



 

 

ンザと診断された場合は，かかりつけ医で許可証の記載をお願いしているところでありますが，患者や

各医療機関へ情報が不十分であったため，ご迷惑をおかけしたことがありました。平成 25 年度は流行前

に市内医療機関へ周知させていただきますので，ご協力よろしくお願いいたします。 

（議長）修学旅行生は大体がコピーを持っていくでしょ。原本は持っていないと思いますよ。 

（委員）今までに何例くらいあったのですか。 

（事務局）年に２・３例程度です。 

（委員）教員の方が引率されるのなら，間違いないと思いますので，そのように対応してください。 

（議長）インフルエンザ患者の登校・登園許可証の件ですが，市内の医療機関はもちろんですが，周辺

の医療機関にも周知をしてもらいたいです。あとは原則として応急診療所では取り扱わないということ

でお願いいたします。 

（議長）その他ご要望はありませんか。ないようですので事務局の方お願いいたします。 

 

５，平成 25 年度応急診療所運営委員会の会長，副会長の選任 

会長は鈴鹿市医師会会長，副会長は鈴鹿歯科医師会会長とする 

 

部長挨拶 

鈴鹿市応急診療所運営委員会終了の挨拶 


